平成２７年２月２日
病 院 経 営 本 部

平成２６年度都立病院医療安全推進週間の取組について
都立病院では、毎年２月に「医療安全推進週間」を設定し、医療事故防止に
ついて重点的な取組を行っています。本年度は以下のとおり実施しますので、
お知らせします。

１ 実施目的
「医療安全推進週間」を設定することにより、全都立病院で医療事故防止
に向けた重点的な取組を行います。
２ 実施期間
平成２７年２月９日（月曜日）から１５日（日曜日）まで
（病院の診療事情等により、この期間以外に実施する取組もあります。）
３ 実施課題
「ルールを理解し、確認行動を徹底する」
なぜルールが定められているのか、職員一人ひとりがその目的を改めて
理解し、ルールを守る必要性を明確に認識することで、確認行動の徹底に
つなげていく。
４ 取組の内容
詳細については、別紙「各都立病院における「医療安全推進週間」の取組
（平成２６年度）」のとおりです。
なお、各病院では、通常の診療を行っているため、現地取材については、
別紙表中の太字下線の取組といたします。

（問い合わせ先）
病院経営本部サービス推進部事業支援課
電話０３（５３２０）５８３９

各都立病院における「医療安全推進週間」の取組（平成２６年度）
全都立病院が共通に取り組む課題：「ルールを理解し、確認行動を徹底する」
区分
広尾病院

訓練・パトロール点検等
○「2 月 11 日」広尾病院安全巡回
（2 月 11 日）
幹部職員等による医療安全のため
の院内巡回を実施
○医療安全対策室チームラウンド
（2 月 9 日～2 月 13 日）
各職種の管理職がチームを組んで
相互の現場をラウンドし、基本的
ルールの実施状況を確認

講演会・学習会等

その他

○講演研修「薬物誤注入事故とその後の安全対策」
講師：医事課長、専任リスクマネジャー
（2 月 18 日）
○講演会「患者誤認防止対策～具体的事例から考える
ルール・確認の遵守～」
講師：石川雅彦（地域医療振興協会 地域医療安全推進
センター長）
（2 月 27 日）

○医療安全パトロール
（2 月 9 日～2 月 15 日）
リスクマネジャーが病棟・外来を巡
回し、基本事項や手順が遵守され
ているかを点検
大塚病院

○医療安全パトロール
(2 月 9 日～13 日)
幹部職員及びリスクマネジャー等
が院内パトロールを行い、「医療安
全に配慮した環境整備」、「職員の
適切な行動」、「医療安全対策の理
解」について点検を実施

○医療安全研修（講演）
講師：高瀬浩造（東京医科歯科大学教授副学長）
（2 月 24 日）
○事例検討発表会
（2 月 10 日、20 日）

○フルネーム確認アンケートの実施
（2 月 9 日）
外来患者を対象に、診察開始時や検査受付時に職員
からフルネームを名乗るように言われたかを確認
○標語の募集
（2 月 9 日～2 月 15 日）
共通課題について、患者、家族及び職員から標語を募
集し、最優秀作品は電子カルテ上に掲示
○医療安全推進週間の周知
（2 月 9 日～2 月 13 日）
院内放送や待合室の掲示板等を用いて周知
○患者誤認防止強化月間の設定
2 月を患者誤認防止強化月間に設定し、各部署で取組
を検討

各都立病院における「医療安全推進週間」の取組（平成２６年度）
全都立病院が共通に取り組む課題：「ルールを理解し、確認行動を徹底する」
区分
駒込病院

訓練・パトロール点検等

講演会・学習会等

その他

○医療安全パトロール
(2 月 13 日)
「看護師による確認行動」及び「作
業環境」に関するパトロールを実施

○講演会「製造業の知恵を活かす ～職場の安全と衛生、
ヒューマンファクターズ～」
講師：森山哲（有限会社森山技術士事務所代表取締役）
（2 月 9 日）

○医療安全川柳の募集
「患者・家族部門」と「職員部門」の２部門制で実施
最優秀及び優秀作品は院内（外来・各病棟）に掲示す
るほか、病院ホームページ、電子カルテトップページに
掲載

○各分科会による医療安全に係る取組のポスター発表
（2 月 9 日～15 日）

墨東病院

多摩総合医療
センター

神経病院

○医療安全パトロール
(2 月 10 日)
医療安全対策室メンバー等が医療
安全パトロールを実施し、ルール
に沿った対応や行動が取れている
かを確認
○医療安全パトロール
（2 月 9 日）
医療安全対策室メンバー等が、医
療安全パトロールを実施し、患者
確認の手順等がルール通りにでき
ているかを確認

○医療安全パトロール
(2 月 9 日～23 日)
医療安全対策室メンバー等が医療
安全パトロールを行い、院内の各
部署で決められたルールや手順が
遵守されているかを確認
○病棟安全巡回
（2 月 18 日）
全病棟を対象に、療養環境が安全
に保たれ、職員が決められたマ
ニュアルの手順を遵守しているか
を確認

○医療安全セミナー「事故発生のメカニズム（ヒューマンエ
ラー）と予防対策」
講師：河野龍太郎（自治医科大学 メディカルシミュレーショ
ンセンター センター長）
（3 月 20 日）
○医療安全研修「劇団鬼瓦一座 患者誤認予防」
院内有志による「患者誤認予防」に関するロールプレイ及
び事例検討
（2 月 13 日）

○各種ガイドラインの整備
多職種で構成するメンバーで、緊急体制に係るガイドラ
イン等の改定等
○医療安全マニュアル改定
「アレルギーに関する情報共有」「持参薬の取扱基準」
等の各種医療安全マニュアルを改定
○患者確認・左右確認における自己チェックの実施
（2 月 9 日～2 月 15 日）
○患者誤認予防キャンペーン
患者誤認防止ポスターを職員から募集し、外来・病棟で
掲示するほか、患者・家族への協力のお願いを外来電
光掲示板に登載
○医療安全推進週間の PR 放送の実施
（2 月 9 日～2 月 15 日）

○講演会「指差呼称確認の重要性」
講師：上嶋淳史（交通局総務部安全対策推進課 運輸安
全マネジメント推進係長）
（2 月 5 日）

○５Ｓ（整理・整頓・清潔・清掃・しつけ）活動発表会
各部署の取組結果をポスターで発表
○ポスター・標語の募集
職員から医療安全推進週間のポスター・標語を募集し、
優秀作品は院内に掲示
○患者誤認防止対策の徹底
医療安全対策室会議において、患者誤認防止のため
立案した対策の評価・検証を実施
○患者確認行動のチェック
各部門リスクマネジャーが自部署の職員の患者確認行
動をチェック

各都立病院における「医療安全推進週間」の取組（平成２６年度）
全都立病院が共通に取り組む課題：「ルールを理解し、確認行動を徹底する」
区分
小児総合医療
センター

松沢病院

訓練・パトロール点検等

講演会・学習会等

その他

○医療安全パトロール
(2 月 10 日)
リスクマネジメント推進会議メン
バーと幹部職員が巡回し、各部署
において確認行動が徹底されてい
るかを確認

○講演会「医療におけるヒューマンエラーマネジメント」
講師：河野龍太郎（自治医科大学 メディカルシミュレー
ションセンター センター長）
（2 月 16 日）

○確認行為（指差呼称）の徹底
看護全職員を対象に、各部署で点滴開始時の確認行
為の他者評価を実施

○医療安全パトロール
(2 月 12 日)
全部署を対象に医療安全パトロー
ルを実施し、患者確認の手順等が
ルール通りにできているか確認

○医療安全研修「精神保健福祉法の意義について」
（1 月 27 日実施済み）

○同意書の見直し

○研修会「医療安全研修（ワークショップ）」
（2 月 10 日）

○標語の募集
患者、職員から医療安全に関わる標語を募集し、優秀
作品を全部署へ配布
○確認行動徹底の促進
専任リスクマネジャーから各所属リスクマネジャーへの
出張研修及び各所属内での伝達講習

